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はじめに

■趣旨・目的

豊かな自然や歴史ある街並みに芸術・文化が織り重なり、独自の美しい景観を持つ山形県金山町では、こう

した地域の豊かさを後世に残すべく、首都圏の方々と地域住民を結ぶ関係人口講座「カネヤマノジカンデザイン

スクール」を開講します。

この講座では、「地域づくり・地域の編集」「ローカルデザイン」「ローカルビジネス」「サスティナブルな暮らし」な

どに関心をもち、「ローカルに興味があり、地元の人と顔が見える『関係』をもちたい」という方、「都市部にいな

がらも地域との関わり方を模索している」といった方々と、金山町の未来を担う地元プレーヤーがゆるやかにつ

ながることで、「金山町との自分らしい関わり方」を模索(デザイン)していきます。

■対象者および参加条件等

◎山形県金山町の地域づくりや、町・町民とのつながりづくり、関係人口づくり、持続可能な暮らしのあり方など

に関心がある方で、都内開催講座と現地実習に参加可能な社会人、大学生の方。

◎PCスキル（Word）及びインターネット環境のある方。

■募集人数

12人程度 ※ただし選考基準による規定の最大人数であり、定員を保証するものではありません。

■応募締切と結果通知

締切／7月6日（水）23：59まで

選考結果通知／7月8日（金） ※電子メールでのお知らせとなります。

■実施スケジュールと開催場所 ※日程・会場等は、都合により変更する場合があります。

★実習（第２回）について

現地で実際にローカルプレイヤーを訪ね、彼らと交流をしながら、金山町の暮らしや仕事を体験します。ローカルプレイヤー

や他の受講生との対話を通じて考えを深め、ご自身のプランをブラッシュアップしていきます。

講座回 月日 開催場所 備考

説明会
6月17日(金)
19:00〜20:30

オンライン配信 Zoom による生配信

第１回 座学
7月22日（金）
19:30〜21:30

喫茶ランドリー @東京
（詳細は次ページ）

最寄駅：両国駅から 徒歩約８分
森下駅から 徒歩約５分

第２回 実習
9月23日(金・祝)
〜25日(日)

山形県金山町での現地実習 詳細は2ページ目

第３回 発表会
10月15日（土）
14:00〜17:00

SAAI Wonder Working Community
@東京

（詳細は次ページ）

最寄駅：JR有楽町駅より徒歩１分、

東京メトロ有楽町駅直結
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東京会場案内地図

『喫茶ランドリー 森下・両国本店』（本講座 第1回の開催会場）

〒101-0021 東京都墨田区千歳2−6−9

https://kissalaundry.com/honten/index.html

◇アクセス

都営新宿線・大江戸線 森下駅A2番出口より徒歩5分

JR両国駅東口より徒歩8分

◇アクセス

ＪＲ「有楽町駅」より徒歩1分、

東京メトロ有楽町線「有楽町駅」直結

@CCBYSA @OpenStreetMap contributors

喫茶ランドリーはこちら！

『SAAI Wonder Working Community』（本講座 第3回の開催会場）

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-12-1新有楽町ビル10階

https://yurakucho-saai.com/
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■講座の概要

◎山形県金山町の現状を学ぶ基礎レクチャーから課題解決のブレインストーミング、グループワーク、現地実

習などを通じて「金山の時間」を理解するとともに、それらを織り交ぜながらこれからの暮らしや地域との関わ

り方を考え、実践することのできる人材を養成します。

◎上記の講座の受講、および実習での体験を通して得た「金山町の魅力を高める可能性」や、「自分ならでは

関わり方」を自らが考え、「マイ・K-hourデザイン」として講座後も金山町と関わっていく方法を模索します。

■プログラム内容

募
集
開
始

説
明
会
（
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
）

選
考

金
山
町
で
の
現
地
実
習

(

１
回)

都
内
講
座

(

２
回)

@

喫
茶
ラ
ン
ド
リ
ー
な
ど

受
講
修
了

説明会（プレイベント）について

応
募

〆
切

7
月
6
日
（
水
）
23:

59

選
考
結
果
の
ご
連
絡

3

講座について

下記の日程で、メイン講師や金山町からのゲストをお迎えし、金山町の魅力を語るトークイベントを行います。

講座でどんなことをするのか、どんな人と関わるのかをイメージいただける機会にもなりますので、ぜひご覧く

ださい！

◇開催日 6月17日(金) 19時00分～20時30分 ＠Zoom

◇ゲスト

吉野敏充氏、丹健一郎氏、本間真生氏

◇主な内容

・カネヤマノジカン デザインスクールについて

・関係人口について

・金山町について

◇参加費 無料

◇以下の申し込みフォームよりお申込みください。

URL：https://sotokoto-online.jp/local/14174

◇本講座申し込みのため、必須ではありませんが、参加を推奨しております。

https://sotokoto-online.jp/local/14174


講師・ナビゲートチーム紹介（敬称略）

1969年群馬県生まれ。上智大学法学部国際関係法学科卒業。雑誌『Outdoor』編集部、

『Rod and Reel』編集長を経て、現職。

島根県「しまコトアカデミー」メイン講師、奈良県「SUSTAINABLE DESIGN SCHOOL」メイ

ン講師、静岡県「『地域のお店』デザイン表彰」審査委員長、和歌山県田辺市「たなコトア

カデミー」メイン講師、福島県郡山市「こおりやま街の学校」学校長、岡山県真庭市政策ア

ドバイザー、富山県「くらしたい国、富山」推進本部本部員、群馬県「群馬県過疎有識者

会議」委員、上毛新聞「オピニオン21」委員をはじめ、地域のプロジェクトに多く携わる。内

閣官房まち・ひと・しごと創生本部「わくわく地方生活実現会議」委員。内閣官房「水循環

の推進に関する有識者会議」委員。環境省「SDGs人材育成研修事業検討委員会」委員。

内閣官房水循環アドバイザー。林野庁「森林空間を活用した教育イノベーション検討委員

会」委員。BS朝日「バトンタッチ SDGsはじめてます」監修。経済産業省「2025年大阪・関

西万博日本館」クリエイター。著書に『ぼくらは地方で幸せを見つける』（ポプラ新書）。趣

味はフライフィッシング。

■指出一正 ＜メイン講師／雑誌『ソトコト』編集長＞

さ し で かずま さ

■ 吉野敏充 ＜吉野敏充デザイン事務所／デザイナー＞

よしの としみつ
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本講座では、メイン講師の『ソトコト』編集長の指出一正と、金山町でまちづくりを担う講座ナビゲートチームが、
受講される皆さんの思いに寄り添い、伴走していきます。

1979年生まれ、山形県新庄市出身。東京に出てデザインを学び、働き、2010年に
Uターン。実家の農業を手伝いながら、デザインの仕事をしたり、マルシェやイベン
トをしたりして地域の人たちとつながって楽しく暮らしています。

■ 丹健一郎 ＜金山町職員＞

1984年生まれ、山形県金山町出身。大学卒業後、東京の企業に就職したのち、
2011年から地元である山形県金山町役場へ入庁。社会教育、林野庁への出向を
経て2017年から現職。町のブランディングとして「K-hour project」の企画やイベン
ト等を開催しながら、地域の魅力発信や金山のファンづくりに繋がる活動をしてい
ます。

たん けんいちろう

■ 本間真生 ＜金山町地域おこし協力隊＞

1999年生まれ、新潟県出身。東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科でまち
づくりやデザインについて学びました。2021年4月より、協力隊として金山町に移
住。ご近所さんと山菜を取りや畑などを行い金山の暮らしを満喫しています。今回、
受講生の皆さんとともに私も学びながら楽しみたいです！

ほんま まさき

カネヤマノジカン デザインスクール・講座ナビゲートチーム



ゲスト紹介（敬称略）
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■吉野優美 ＜ライフスタイリスト・ソーシャルデザイナー＞

■庄司 大寛 ＜「ホテルシェーネスハイム金山」副支配人＞

よしの ゆうみ

しょうじ とものり

1984年山形県金山町生まれ。シェーネスハイムへ就職し４年間ホテル業を学ぶ。
他業種も経験したいと思い町外の製造業で働いたのち、2012年から再度シェーネ
スハイムへ就職。地元へ戻ってからは、ボランティア団体『WAGE☆スターズ！』や
商工会青年部・消防団に加入し、金山の若者との交流を深めながら金山で楽しく
暮らしていく活動を行っている。

▽『ホテルシェーネスハイム金山』
https://schonesheim.jp/

『最上のくらし舎』代表理事。『万場町のくらし』店主。アーユルヴェーダセラピスト。
都内の制作会社に入社後、数年で東日本大震災を経験。それを期にフリーランス
になりスタイリング・企画・制作運営・イベントプロデュース業に従事。
以前から気にかけていた「種」「農家」「暮らし」を伝える仕事として「最上伝承野菜」
のブランディングに関わり2014年の春から1年の間、山形県の新庄・最上(もがみ)地
域を取材で行き来する。その後「この地域ともっと関わりを続けていきたい」と思い
“地域おこし協力隊”へ。
３年の任期を全うする中で『空き家プロジェクト』を立ちあげ、“すべては暮らしに繋
がる”と気づき、2017年9月一般社団法人『最上のくらし舎』設立。 喫茶と間貸「万場
町のくらし」店主。同時に暮らしの根源を見つめる“アーユルヴェーダ”を学び、ライ
フカウンセラーとしても展開中。

▽一般社団法人『最上のくらし舎』
http://mogaminokurashi.com
▽万場町『のくらし』
http://nokurasi.site

講師やナビゲートチームのほか、最上地域や金山町のまちづくりを中心とした多様な分野で活躍する方々をゲ
ストにお迎えし、地域の特色やその魅力を深掘りしていきます。ここでご紹介しきれない地元の方と出会う機会
も、現地実習などを通して設けて行きますのでお楽しみに！

https://schonesheim.jp/
http://mogaminokurashi.com/
http://nokurasi.site/


開催スケジュール 内容・会場等、都合により変更することがあります。

説明会 19：00〜20：30
＠オンライン

6月 17日（金）

23：59 応募締切7月 6日（水）

選考結果通知7月 8日（金）

第1回 講座 19：30〜21：30
＠喫茶ランドリー（東京・墨田区）

7月 22日（金）
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第3回 講座 14：00〜17：00
＠ SAAI Wonder Working Community

（東京・千代田区）

10月 15日（土)

第2回 講座 現地実習
＠山形県金山町

9月23日（金・祝）〜25日（日）

・金山町までの交通手段はご自身での手配をお願いします。
宿泊先および現地での移動手段は事務局にて手配いたします(費用はご自身にてご負担)。
・その他、現地実習の詳細は講座にてご案内いたします。

★第2回現地実習について



講座内容（全3回）

各回テーマ

日時 時間 内容と講師

【第１回】 関係人口やサスティナビリティを理解し、金山町を知る。（座学）

7月22日
(金)

19:30
～

21:30

1．オリエンテーション 15分
スタッフ紹介、講座の概要について

2．レクチャー① 15分
「地域を編集する力を養う」ソトコト編集部

3．レクチャー② 20分
「金山の時間をデザインするために」金山町

4．レクチャー③ 15分
「フィールドワークについて」ソトコト編集部・金山町

5．参加者自己紹介 20分
6．ワーク「金山町との関わり方を考えてみよう」30分
7．まとめ・次回案内・アンケート 5分

【第２回】 金山町を体感する、K-hourを感じる。（現地実習）

9月23日
(金・祝)

13:00頃
〜

みんなで金山町を歩き、自然やそこに住む人との出会いを通して、
町全体のイメージを掴んでいきます。

◆宿泊：ホテルシェーネスハイム金山

9月24日
（土）

終日

地元の農家さんや、地域おこし協力隊の方々を訪ね、
金山の暮らしや仕事を体験していただきます。

◆宿泊：ホテルシェーネスハイム金山
◆夜は参加任意の懇親会を開催予定

9月25日
（日）

午前〜
15:00頃
まで

ご自身で見たいもの、もう一度会いたい人など、金山をさらに深掘りしていくため
の自由時間や、マイ・K-hourデザイン作成のためのワークショップを行っていき
ます。

【第３回】 マイ・K-hourデザイン発表 （最終発表会）

10月15日
(土)

14:00
〜

17:00

講座を通して考えた、金山を絡めたこれからの自分の暮らしや、金山との関わり
方を発表していただきます。

※講座の内容と時間配分は受講生の希望・動向などを考慮して、随時更新する予定です。

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、オンラインでの開催となる場合があります。

7



■応募方法

１）申請書類

応募に際しては、下記サイト内の「応募フォーム」より必要事項をご記入のうえご応募ください。

◎山形県金山町 カネヤマノジカン デザインスクール講座情報ページ（「ソトコト・プラネット」内）

URL：https://sotokoto-online.jp/local/14174

※講座の最新情報は、下記のサイトをご覧ください。

◎山形県金山町 カネヤマノジカン デザインスクール講座 facebookページ

URL：https://www.facebook.com/kaneyama.sotokoto

２）応募受付期間

2022年6月1日(水)～2022年7月6日(水) 23:59まで

３）審査方法

受講にあたっては、本事業の趣旨に基づき応募フォーム記載内容を審査の上、選考します。

あらかじめご了承ください。

４）選考結果のご連絡

選考結果は、7月8日(金)までに事務局からメールにてご連絡します。

■受講費・お支払い方法 次ページをご覧ください。

■お問い合わせ先

・応募に関するご相談やお問合せは、下記事務局までお願いいたします。

・スクール 事務局（株式会社ソトコト・プラネット内） 担当：伊藤

・E-mail: m.tio@sotokoto-online.co.jp

■個人情報の取り扱いについて

ご応募いただいた資料および個人情報は、本事業内の目的で利用し、適切に管理致します。

それ以外の目的での使用はいたしません。

■取材協力のお願いについて

本講座は、Facebookページ、金山町公式サイト等広報媒体、雑誌『ソトコト』、金山町メディアの取材等において、

講座やインターンシップの活動状況を取材・掲載させていただく予定です。あらかじめご了承のほどお願い申し

あげます。

なお、写真掲載等を希望されない方は配慮いたしますので開講前にご連絡ください。

受講応募について
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■受講費について

受講費 10,000円(税込)

※受講費の内訳は以下の通りです。

・講座資料費

・実習のイベント保険代

・実習のプログラムにかかる経費（ただし、下記「受講費に含まれない費用」は除く）

※受講費に含まれない費用

・都内講座通学費

・懇親会参加費

・実習にかかる交通費、宿泊費、食費

・そのほか受講費以外の経費

■お支払い方法

講座初回の7月22日(金)に、受講費10,000円(税込)を必ずご持参ください。

■キャンセルについて

やむを得ず受講をキャンセルされる場合は、7月19日(火)までに

事務局のメールアドレス（m.ito@sotokoto-online.co.jp）へご連絡ください。

それ以降のキャンセルは、下表掲載のキャンセル料がかかります。
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2022年7月20日(水)〜開催当日
（無断キャンセルを含む）

申込み費用の30％

受講費について

参加記念品として、

カネヤマノジカンデザインスクールオリジナルグッズを差し上げます。

mailto:m.ito@sotokoto-online.co.jp


受講２週間前に以下の事項に該当する方は、受講をお控え頂きますようお願いします。
・発熱があった方
・咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状があった方
・だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)があった方
・嗅覚や味覚の異常があった方
・新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触の可能性があった方
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいた方
・過去１４日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域など等への渡航また
は当該在住者との濃厚接触があった方

受講される方は、以下を遵守いただきますようお願いします。
・厚⽣労働省の新型コロナウイルス感染症におけるホームページを予めご確認の上で受講ください。（※１）

・新型コロナウイルス接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ（ココア）」をご活用ください。(※２)
・受講される⽅御自身の自己責任、自己管理の元に受講をお願いします。
・こまめな⼿洗い、アルコール消毒等を⾏なって下さい。

・来場時の検温、マスク着用等のご協力をお願いします。
・発熱等の風邪症状のある⽅は受講を控えてください。

※１
・厚⽣労働省ホームページ新型コロナウイルス感染症について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

※２
・新型コロナウイルス接触アプリ「ＣＯＣＯＡ（ココア）」とは？
ＣＯＣＯＡは、新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性について、通知を受ける事が出来るスマー
トフォンアプリです。詳しくは厚⽣労働省のホームページで御確認ください。
・新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ） 厚⽣労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
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＜事業主体＞
山形県 金山町
〒999-5402 山形県最上郡金山町大字金山324-1
http://www.town.kaneyama.yamagata.jp

＜運営事務局＞
株式会社ソトコト・プラネット
（担当：伊藤）
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町17-6

E-mail: m.ito@sotokoto-online.co.jp

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
http://www.town.kaneyama.yamagata.jp/
mailto:m.ito@sotokoto-online.co.jp

